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【  R.  I.  会⻑⾧長】
 　 　カルヤン・パネルジー
【R.I.  2780地区ガバナー】
 　 　森 　洋
【第９グループガバナー補佐】
 　 　橋本 　槇雄

【会 　⻑⾧長】杉崎 　勝成
【副会⻑⾧長】杉⼭山 　市好
【幹 　事】辻村 　彰秀
【副幹事】柳柳井 　渉
【会場監督】村瀬 　雅實

本⽇日の例例会：通常例例会（第1718回）
会場：⼩小⽥田原卸センター内会議室
⽇日時：2011年年9⽉月6⽇日 　12:30〜～13:30
司会：柳柳井  渉    副幹事

新世代奉仕について（1）

9⽉月は、新世代のための⽉月間です。2010年年の規定審議会におい
て、新世代奉仕が加わって

(1)クラブ奉仕
(2)職業奉仕
(3)社会奉仕
(4)国際奉仕
(5)新世代奉仕

の五⼤大奉仕部⾨門となった訳ですが、いま⼀一度度、新世代奉仕の⽬目的や
概念念を振り返って⾒見見ましょう。
⼿手続要覧には、「奉仕の第五部⾨門である新世代奉仕は、指導⼒力力養成
活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参
加、世界平和と異異⽂文化の理理解を深め育む交換プログラムを通じて、
⻘青少年年ならびに若若者によって、好ましい変化がもたらされることを
認識識するものである」と記され、すべてのクラブと地区は、新世代

の基本的ニーズである健康、⼈人間の価値、教育、⾃自⼰己開発などを⽀支
援するプロジェクトに着⼿手するよう奨励されています。
新世代奉仕のプログラムとして

•ロータリー⻘青少年年指導者養成プログラム（RYLA＝ライラ）
•インターアクト
•ローターアクト
•⻘青少年年交換

があります。ご案内のとおり、わがクラブは新世代奉仕活動の⼀一環
として⼩小⽥田原城北北ローターアクトクラブを提唱し、サポートを続け
ています。
次回は、ローターアクトの現状について担当委員会にレポートして
いただきます。

指導者育成委員会
                                      （⽂文責:井上 　寛）

❖ ニコニコ箱
杉本  博愛 　委員

8月30日分 累計 目標

ニコニコ箱 30,000 287,000 1,500,000

✴ビジター

杉岡  芳樹 　様（相模原ＲＣ）・・・本⽇日はつたない卓話になる
と思いますがよろしくお願いいたします。

瀬⼾戸  北北⽀支 　様（⼩小⽥田原北北ＲＣ）・・・お世話になります。

奥⼭山  恵⼦子 　様（⼩小⽥田原北北ＲＣ）・・・こんにちは、おじゃまし
ます。

柴⽥田  直明 　様（⼩小⽥田原北北ＲＣ）・・・鈴鈴⽊木悌介さんの紹介で⼩小
⽥田原北北ＲＣに⼊入会しました。⼩小⽥田原箱根商⼯工会議所⻘青年年部の柴
⽥田と申します。５０才になって３⽉月で⻘青年年部卒業します。これ
からガンバロウと思っています。よろしくお願いいたします。

✴本⼈人誕⽣生⽇日

杉崎  勝成さん・・・誕⽣生⽇日祝ありがとうございます。５９才な
ります。今後ともよろしくお願いします。

✴その他

⼩小林林   泰⼆二さん・・・杉岡地区会員増強・会員維持委員⻑⾧長の来訪
を歓迎して。
河野  秀雄さん・・・
1.杉岡芳樹地区会員増強・会員維持委員会委員⻑⾧長本⽇日はお越し
頂きありがとうございます。ご指導の程よろしくお願い申し上
げます。
2.⾦金金⿂魚もいい、どじょうもいい。私はどじょう。どじょうはど
じょうの役⽬目がある。私はロータリーのファンです。頑張りま

会員数：52名
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‣7⽇日(⽔水)      ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30
⼩小⽥田原城北北RAC  マロニエ  19:45  「英会話例例会」

‣8⽇日(⽊木)      ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30  

‣9⽇日(⾦金金)      湯河原  12:30 　ニューウエルシティ湯河原
⾜足柄  おんりーゆー  12:30

‣10⽇日(⼟土)  アク(9)ト(10)の⽇日  ⼩小⽥田原駅JR改札⼝口  9:15
ホスト:⼩小⽥田原城北北RAC

‣12⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  夜間例例会  M.U.受付無し

‣13⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30

‣14⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30  （クF:⽶米⼭山奨学）

‣15⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30  

‣16⽇日(⾦金金)  湯河原  12:30 　ニューウエルシティ湯河原
⾜足柄  おんりーゆー  12:30

‣18⽇日(⽇日)  ⼩小⽥田原城北北RAC  8:30 　⼩小⽥田原駅⻄西⼝口集合
      「400回記念念移動例例会/ディズニーランドへ⾏行行こう」

‣19⽇日(⽉月)  ⼩小⽥田原  振替休⽇日休会

‣20⽇日(⽕火)  箱根  宮ノ下富⼠士屋ホテル  12:30

‣21⽇日(⽔水)  ⼩小⽥田原北北  報徳会館  12:30

‣22⽇日(⽊木)  ⼩小⽥田原中  報徳会館  12:30  （クF:R財団/⽶米奨）

‣23⽇日(⾦金金)  湯河原  休⽇日休会
⾜足柄  休⽇日休会

【小田原城北ロータリー・クラブ】
事務局：〒250-0211　小田原市鬼柳172-9
電　話：0465-37-1222　　FAX：0465-37-7377
URL：http://www.odawarajhrc.jp　Mail：info@odawarajhrc.jp
例会場：小田原卸センター内会議室
創　立：1976年4月2日　承認： 1976年5月8日
例　会：毎週火曜日　12:30～13:30
クラブ会報委員会　編集長：金山慶昭　監修： 井上　寛　コピーライター：大川　誠　デザイン：小林和彦　フィールド：須藤公司　

【今後の例例会・卓話スケジュール】

9⽉月13⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:  執⾏行行部
クラブ協議会:ガバナー公式訪問2週間前

9⽉月20⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:新世代奉仕委員会  
 　「新世代フォーラム」

9⽉月27⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:執⾏行行部  
卓話：ガバナー公式訪問:RI2780地区ガバナー森 　洋 　様

10⽉月4⽇日  通常例例会(RC) 　12:30
担当:中野  明 　会員
卓話：程  彩霞 　様（⽶米⼭山奨学⽣生）
 　「私のめざす⼈人⽣生」

12:30 開会点鐘：杉崎  勝成  会⻑⾧長
国歌⻫斉唱
ローターソング⻫斉唱 　「奉仕の理理想」
スピーカーおよびビジターの紹介
⾷食事
慶事祝福
会⻑⾧長挨拶
幹事報告／出席報告／委員会報告
同好会報告／ニコニコ箱

13:00 【卓話（  地域⽂文化）】
担当:  プログラム委員会
卓話:露露⽊木順⼀一  様(元開成町町⻑⾧長)  
 　「郷⼟土の偉⼈人に学ぶ  早雲と尊徳」

13:30 閉会点鐘：杉崎  勝成  会⻑⾧長

しょう。
井上   寛さん・・・杉岡委員⻑⾧長ご苦労様です。宜しくお願いしま
す。
⼤大⾕谷   宏さん・・・本⽇日は⼤大変ご多忙中のところご⾜足労いただき
まして、ありがとうございます。杉岡委員⻑⾧長のスピーチ楽しみ
にしています。
清   康夫さん・・・8⽉月26⽇日6時より尊徳会館にて仕⼊入先40社に
て、当社社⻑⾧長就任パーティーを⾏行行い⼤大いに盛り上がりましたの
で少々。
⼩小嶋   章司さん・・・私がどじょうなら⾦金金⿂魚になりたいと云った
らせいぜいうなぎどまりだねだって・・・。
柳柳井   渉さん・・・先週は皆様には携帯電話のマナーモードを御
願いをしておきながら、当の本⼈人が忘れて申し訳ありませんで
した。今⽇日は忘れません。
釼持   悟さん・・・８⽉月２５⽇日のゴルフコンペは⾬雨のため中⽌止と
なりました。会⻑⾧長・前会⻑⾧長を含めて１組だけで回りました。４
ホール⽬目からは⾬雨が⽌止んで氷花餃⼦子で打ち上げをやり、その残
⾦金金です。また、私はオリンピックでかせがせて頂き少々。
阿部   ⼀一顕さん・・・厳しい暑さでした。何とかお盆も乗り越え
て元気に９⽉月を迎えられそうです。
⼤大川   久弥さん・・・杉岡様、本⽇日は会員増強の卓話の為にご多
忙中遠くまでお越しいただきありがとうございました。

❖ ビジター
杉岡 　芳樹様（相模原ＲＣ）
瀬⼾戸 　北北⽀支様（⼩小⽥田原北北ＲＣ）
奥⼭山 　恵⼦子様（⼩小⽥田原北北ＲＣ）
柴⽥田 　直明様（⼩小⽥田原北北ＲＣ）

❖ ゲスト
釼持 　万紀⼦子さん（⼩小⽥田原城北北RAC）

❖ 本⼈人誕⽣生⽇日
杉崎 　勝成さん（9⽉月2⽇日）
所 　眞⼈人さん（9⽉月2⽇日）

❖ 奥様・ご主⼈人誕⽣生⽇日
中村 　弘美さん（9⽉月3⽇日）

http://www.odawarajhrc.jp
http://www.odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp
mailto:info@odawarajhrc.jp


8⽉月28⽇日(⽇日)10時より⼩小⽥田原市成
⽥田にある宗沢公園(5100㎡)内の
「⼩小⽥田原城北北RAC宗沢公園花壇」
清掃作業(例例会)がありました。
2008~∼9年年度度(守屋年年度度)で当時の
⼩小野会⻑⾧長の時に新たな奉仕活動と
して「維持管理理を含めた植樹事業

を起ち上げ植樹を通じ会員相互の⼼心の成⻑⾧長につなげたい」と⼩小⽥田原
市から公園の⼀一部を借り受け、昨年年は紅⽩白の梅の植樹、今年年は⽊木槿
も植えられました。
花壇は新しい道路路に⾯面した⼤大変⽬目に付く場所のせいか真夏になると
雑草が気になりますが、絆友会(RACのOB会)の湯川君が事前に草取
りをしてくれたお陰で作業も短縮できたようです。
常にアクトの活動に熱⼼心な⼩小林林泰⼆二さんは鎌や素⼿手で丁寧に草取り
作業をしている中、写真には写っていませんが⼀一⼨寸⽊木さんはエンジ
ン付きの草刈機で参加。しかしこれが⼤大いに役に⽴立立ちました。
⼟土が⾒見見え⽊木槿の花と背の低い向⽇日葵が⽬目⽴立立つ様になった綺麗麗な花壇
には、今年年4⽉月にタイムカプセルが埋められました。5年年後の⼩小⽥田原
城北北RAC20周年年の時に掘り出す計画だそうです。  
清掃の模様は｢kanagon1954｣で検索索していただきUstreamの番組
で御覧ください。  

辻村  彰秀 　幹事

✴9⽉月6⽇日の11時から本年年度度第3回理理事会
がございます。関係者の⽅方は御出席願い
ます。
✴クールビズは9⽉月⼀一杯の予定です。
✴メーキャップ情報は会報にございま
す。⽋欠席の⽅方は是⾮非メーキャップして下
さい。

❖会⻑⾧長挨拶
杉崎  勝成 　会⻑⾧長

皆様今⽇日は
最近天候が不不順ですので、体調管
理理には注意しましょう。

本⽇日は⼤大変お忙しい中を当クラブ
の為にお越しくださいました。地
区会員増強・会員維持委員会の杉
村委員⻑⾧長本⽇日卓話、宜しくお願い
致します。
昨⽇日、⺠民衆党代表選が⾏行行われまし

た。野⽥田財務相が、党内最⼤大勢⼒力力を擁する⼩小沢元代表の⽀支援
を受けた海江⽥田経済相を決戦投票で逆転をして当選した訳で
ありますが、イコール⽇日本国の総理理となる⽅方で有ります。何
か国⺠民不不在の感じが致しますが、ここ数年年で⽇日本の国⼒力力が落落
ちていますし、この間隙をついて近隣隣諸国のすきあらば的な
⾏行行為がひどく、また、国際的にもかなり信頼が落落ちていま
す。若若い世代の野⽥田代表に頑張って頂くしかないのではない
かと思います。

さてここでロータリー情報を話させて頂きます。
皆様、ロータリー・コーディネータ―と⾔言う名前を⽿耳にした
事があると思いますが、それでは何をされているのかを知っ
ている⽅方は少ないと思います。まだ新しく2010年年度度から活動
を開始しました。ロータリー・コーディネーターは、ゾーン
のRI理理事・地区ガバナーと協⼒力力して国際ロータリー関する地
区とクラブのリリースとしての役割を担います。要するに。
国際ロータリーのさまざまな⾯面やプログラムに通じ、RIシニ
ア・リーダ―とロータリー・クラブとのコミニケーションの
パイプ役を務めます。ロータリー・コーディネーターが助⾔言
やツールを提供するのは主に次の3つの分野です。まずは⻘青少
年年プログラム、ロータリー親睦グループ、ロータリアン⾏行行動
グループを含むRIプログラム。次に⻑⾧長期計画、効果的な広
報、指導⼒力力養成と⾔言ったクラブや地区を強化するベスト・プ
ラクティス。そして最後に充実をしたクラブや地区づくリを
通じた会員増強です。まだまだ多くのプログラムの運営を任
されております。
RI会⻑⾧長から任命をされたロータリー・コーディネーターは、
この新たなる役割に備えて毎年年3⽉月に⾏行行われる研修セミナーに
出席した後、3年年の任期を務めます。ロータリー・コ―ディネ
―タは⼤大変な責務を負っていますし、期待もされています。

以上

❖幹事報告

❖出席報告

出席報告 会員数 出席 M.U 出席率

8月30日 52(49) 37 2 79.59%

8月23日 52(49) 42 0 85.71%

8月9日 52(49) 38 4 85.71%

【欠 席 者】　12名
　木村 頼弘、石橋　徹、須藤 公司、阿久津　肇、中村 維孝、
　一寸木 信雄、三宅常公、守屋 善男、所　眞人、石内 正彦、
　土岐 博也、白井　忠
【今回MU】　2名
　木村 頼弘（RAC 8/30）、一寸木 信雄（RAC 8/30）
【前回MU】計0名
　増減なし
【前々回MU】　1名増→計4名
　守屋 善男（RAC 8/30）

例例会報告：2011年年8⽉月30⽇日（曇） 　第1717回例例会
会場：  ⼩小⽥田原卸センター内会議室
時間：12:30〜～13:30

⼤大⽊木  清 　委員⻑⾧長

❖卓話
会員増強フォーラム

地区会員増強・会員維持委員⻑⾧長
杉岡芳樹（相模原ＲＣ）様

世界のロータリアンの会員数に
ついては、2011年年5⽉月末ではク
ラブ数34,049、会員総数
1,223,083⼈人となっています。
世界レベルではロータリアンの
数は横ばいで減少していること
はありません。
⽇日本のロータリアンの数をみま

すと、1996年年11⽉月末がピークでクラブ数2,238、会員数130,982
⼈人だったものが、14年年連続で減少をして、201０年年６⽉月末で、ク
ラブ数2,309、会員数89,700⼈人なってしいましました。
当地区もやはり⽇日本の会員数の動向と同じく⼤大きく減少していま
す。
1999年年6⽉月末が68クラブ3,259⼈人、そして2010年年6⽉月末が67クラ
ブ2,236⼈人で、1,023⼈人、30％以上の減少となっています。
2011年年7⽉月スタートは66クラブ、2,202⼈人とまだ減少に⻭歯⽌止めが
かかっていないようです。
本年年度度地区会員増強⽅方針は、このように厳しい状況のもとではあ
りあますが、地区会員適正数2,700名を⽬目指します。クラブと地
区委員会が協⼒力力をして⽬目標達成に向かって策を練り、実践してい
きたいと考えます。
今年年度度の地区増強委員会の⽅方針と計画は；
１．会員増強セミナーの開催
既に開催済。どうしたら増強ができるのか、ということで、パ
ワー浜松RCパスト会⻑⾧長の原⽥田道⼦子⽒氏を講師にお呼びしていかに増
強するかをお話しいただいた。その後、グループディスカッショ
ンを⾏行行った。増強についてはかなり前向きな発⾔言が多かった。
2．「輝く⼥女女性の集い」の開催
今年年度度はその増強対象に⼥女女性に重点を置こうと考えています。地
区の会員数が⼤大幅に減少してにもかかわらず、⼥女女性会員は現在
155名で、⼤大幅に増加しています。現在で全会員の6.9％になって
います。まだ、⼥女女性会員の増強は可能であると思います。そのた
め地区内の⼥女女性会員のネットワークを強化して、⼥女女性会員の増強
を強⼒力力に推進していこうと考えています。
３．新会員が新会員を増強するシステムを作っていきたい。
今年年度度も来年年2⽉月に新会員の集いが開催される予定です。新会員の
皆様により多くの仲間作りを推し進めていただくよう依頼する。
４．新たな増強ターゲットを発掘していきたい
  今年年の地区会員増強・会員維持委員会はロータリ－家族部⾨門も担

当いたします。ロータリー家族
としての会員そして会員の配偶
者や⼦子供、親戚、元ロータリア
ン、亡くなったロータリアンの
配偶者等のロータリーの家族的
な⼼心配りや善意の⾏行行動によっ
て、会員を増強し、退会を防⽌止
し、組織を強化することができ

るよう具体的なプログラムも提唱できればと考えています。この
他、地区会員増強・会維持委員会として、増強⽬目標に向かって活
動をします。増強に関する情報や有効な⽅方法などがあれば逐次ガ
バナー補佐を通じてクラブの皆様にお伝えしていきます。

  ⼩小⽥田原城北北ＲＣについては今年年度度
既に3名の増強をされています。こ
の勢いでさらに増強をしていただき
純増4名を達成して、楽しいクラブ
づくりを⽬目指していただきたい、と
願うものであります。

❖委員会報告
雑誌・広報委員会 　 　 　太⽥田 　忠委員
本⽇日配布いたしましたロータリーの友縦書きの２９ページに本多
純⼆二さんの投稿⽂文がございます。３５周年年に諏訪の原公園にむく
げを植樹いたしましたその写真と投稿⽂文です。ぜひお読み下さ
い。
ローターアクト⽀支援プロジェクト 　 　⼤大川 　久弥サブリーダー
9⽉月10⽇日のアクトの⽇日のご案内でアクトの釼持万紀⼦子さんがお⾒見見
えになっております。

相応しい会員をご紹介ください！

R A C
会員募集中

❖⼩小⽥田原城北北RAC「アクトの⽇日」の案内
釼持 　万紀⼦子さん 　 　 　⼩小⽥田原城北北RC委員

9⽉月10⽇日（⼟土）の例例会ですが、地区のイベ
ントで⼩小⽥田原城北北ローターアクトクラブが
ホストという形でプロデュースをさせてい
ただいております。内容は⼩小⽥田原の清掃活
動ということで、⼩小⽥田原の駅前の商店街と
⼩小⽥田原のバスロータリーからアークロード

の⽅方を30〜～40名で活動をしたいと思っております。私たちロー
ターアクトメンバー以外にも新しく⼊入ってくれそうな⽅方やアクト
を知らないといった⽅方とも⼀一緒に清掃したいと思いますので、そ
ういう⽅方がいらっしゃったらお声掛けをお願いします。集合時間
は⼩小⽥田原駅改札⼝口に9時15分です。

⼩小⽥田原清掃活動開催のお知らせ

来る9⽉月10⽇日の「アクトの⽇日」におきまして、⼩小⽥田原城北北ロー
ターアクトクラブをホストとして「⼩小⽥田原駅周辺の清掃」を⾏行行い
ます。
⽇日程：2011年年9⽉月10⽇日（⼟土曜⽇日）
時間：9:15〜～ 　JR⼩小⽥田原駅 　改札⼝口集合
 　 　 　9:30〜～ 　清掃説明
 　 　 　10:00〜～ 　開会式
 　 　 　10:10〜～ 　⼩小⽥田原駅錦通り清掃、お堀端通り清掃
 　 　 　10:50〜～ 　閉会式
※⾬雨天の場合は⼩小⽥田原駅のアークロード及びバスロータリー清掃
活動を⾏行行う予定です。⼩小⾬雨決⾏行行の場合は、各⾃自で⾬雨具をご⽤用意く
ださい。
登録料料：2,000円（メーキャップ対象／ビジターは無料料）
登録締切切：2011年年9⽉月2⽇日（⾦金金曜⽇日）

❖地区ローターアクトより

❖RAC例例会「宗沢公園花壇清掃」


